
人口と世帯（外国人含む） 2020年3月1日現在人口 ： 428,533人（ 男：209,729人・女：218,804人）（前月より146人減） ／ 世帯 ： 197,799世帯（前月より63世帯増）

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
※この記事の内容は３月２６日時点の情報です。

新型コロナウイルスに関する情報は日々更新されています。最新の情報は、下記ホームページからご確認いただけます。
厚生労働省ホームページ　 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ 検索 　市HP 新型コロナウイルス感染症について  検索

　市では、新型コロナウイルス感染症について、多数の国内感染者が出ていることなどを踏まえ、「町田市危機管理指針」に基づき、市長を本部長とする「町
田市危機事態対策本部」を２月１８日に設置しました。その後、新型インフルエンザ等対策措置法改正により、新型コロナウイルス感染症が対象感染症に指定
されたことに伴い、３月１６日に「町田市新型インフルエンザ等対策本部」へ体制を変更し、対応にあたっています。

新型コロナウイルスについて多く寄せられているお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口
○町田市役所代表電話☎☎７２２・３１１１
○東京都電話相談窓口☎☎０５７０・５５０５７１（ナビダイヤル、多言語による相談可）
　　　　　　　　　　返０３・５３８８・１３９６（聴覚障がいのある方等）
○厚生労働省電話相談窓口錆０１２０・５６５６５３
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上記以外の方

　新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者や外国の方に対する誹
ひ

謗
ぼう

中傷や心無い書き込み等が広がっています。感染者を受け入れた病院で治療に
あたっている医療機関関係者やその家族、海外から帰国された方や外国の方に対して、不当な差別や偏見、いじめ、ＳＮＳ等での誹謗中傷があってはいけませ
ん。誤った情報等に惑わされて人権侵害とならないよう、冷静な行動をお願いします。
　市では、不当な差別やいじめについての相談を、１０面暮らしに関する相談「③人権身の上相談（人権侵害などの問題）」で受け付けています。また、法務省
や東京都の人権相談は町田市ホームページでご確認いただけます。 　市HP 新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について  検索

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について 問広聴課☎☎７２４・２１０２

風邪の症状や３７．５度以上の発熱がある 強いだるさや息苦しさがある

「新型コロナウイルスに感染したかも」と思った時の相談先

【市民税・都民税の申告期限を延長します】
申告期限４月１６日まで　場市民税課（市庁舎２階）
問市民税課☎☎７２４・２１１４、２１１５
【市税を一度に納付することが困難な方はご相談ください】
　納税者またはその生計を同じくする親族が新型コロナウイルス感染症
に罹

り

患
かん

した場合など、事情に応じて分割納付等のご相談をお受けします。
問納税課☎☎７２４・２１２２

税の申告・納付に関するお知らせ

●中止・延期するイベントや施設の休館について知りたい
　状況により、変更となる場合があります。最新の情報は町田市ホームペー
ジをご覧ください。
＊中止・延期するイベント
　４月１２日までに行われる市の主催イベント等は原則、感染拡大防止の観
点から中止または延期とします。
＊施設の休館等
　子どもが利用する施設（子どもセンター等）、不特定多数の方が利用する
生涯学習施設（図書館、生涯学習センター等）、スポーツ施設（トレーニング
施設、プール等）などの市の施設は原則、４月１２日まで休館します。
＊貸出施設のキャンセル・ペナルティの取り扱い
　貸出施設（指定管理施設を含む）の４月３０日までの予約について、感染拡
大防止の観点でキャンセルがあった場合は、キャンセル料、施設予約上のペ
ナルティは発生しません。
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高齢の方、基礎疾患がある方
（妊娠中の方は重症化しやすい

方と同様）

●町田市ホームページで情報を知りたい
　最新の情報は、各担当課または各施設にお問い合わせいただ
くか、町田市ホームページのトップページ（右記二次元バーコー
ド）上部「緊急情報」をご確認ください。

○帰国者・接触者電話相談センター　☎☎７２４・４２３８
　月～金曜日午前９時～午後５時（祝休日を除く）
○都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター　☎☎０３・５３２０・４５９２
　上記以外の曜日・時間帯

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ　～市長から市民の皆様へ
　現在、新型コロナウイルス感染症は、世界中に広がり続けています。
　国内においても予断を許さない状況になってきました。特に東京都内は
深刻な状況となっており、１日の感染確認者数が急増し、また、感染経路が
不明な方も増えてきております。まさに私たちの身近なところにも感染の
危険が迫ってきている状況と言えます。
　感染拡大を防止するためには、①換気の悪い密閉空間②多くの人が密集
する場所③間近で会話や発声をする密接場面、この３つを避けることが重
要だと言われています。
　そこで、市では、屋内外の市民利用施設を４月１２日まで閉鎖することにし
ました。また、同様に、市が主催するイベントについても同日まで中止しま

す。なお、小・中学校の始業式や入学式については、出席者を児童・生徒、教職
員、保護者に限定し、時間を短縮して実施します。
　感染者の爆発的な増加を防ぐためには、一人ひとりが危機意識を持った
行動が必要となります。
　市民の皆様におかれましては、適切な行動及び感染予防に努めるよう改
めてご理解とご協力をお願いいたします。
　また、新型コロナウイルス感染症を理由とした、不当な差別や偏見、いじ
め等も広がっています。不当な人権侵害とならないよう、正しい情報に基づ
いた行動をとるよう、ご配慮願います。

町田市長　石阪丈一

生活福祉資金貸付制度（特例貸付）　 町田市社会福祉協議会 検索

　生活資金にお困りの方に向けた、特例貸付を行っています。必ず事前に電話
で町田市社会福祉協議会へ予約してください。
問（社福）町田市社会福祉協議会☎☎７２２・４８９８、町田市福祉総務課☎☎７２４・２１３３

今号の紙面から 　●5面　ふるさと納税の返礼品等を新たに追加しました　●6面　新・町田市子どもマスタープラン（後期）を策定しました
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　手洗いうがいや咳エチケットなど、基本的な感染症対策に努めましょう。
十分な睡眠やバランスの良い食事などで免疫力を高めましょう。室内では、
加湿器などで湿度を５０～６０パーセントに保つことや、こまめな換気が大
切です。
　人混みや繁華街などの密集場所を避け、医療機関を受診する際は、マスク
を着用しましょう。また、間近で会話や発声をする密接場面を避けましょう

（左記参照）。

●感染症対策にご協力をお願いします

①手のひら

④指の間 ⑤親指と手のひら ⑥手首

②手の甲 ③指先・爪の間

① ② ③

マスクを着用する
（隙間なく口と鼻を覆う）

マスクがない時はティッシュ
やハンカチで口と鼻を覆う

とっさに、くしゃみや咳をす
るときは、袖で口と鼻を覆う

　まずは手洗いが大切です。帰宅時や調理の前後、食事の前などこまめに石
けんやアルコール消毒などで手を洗いましょう。

＊３つの咳エチケット＊

＊正しい手洗いの順番＊

新型コロナウイルスに感染しないための予防策

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、最近１ヶ月とその後２ヶ月の売
上高の合計が前年同期と比較し、５パーセント以上減少することが見込ま
れる場合、町田市中小企業融資制度の緊急資金がご利用いただけます。
　ご利用にあたっては、取扱金融機関から融資を受ける前に、「緊急融資対
象者確認書」を市が発行します。
※申込件数が増加しているため、発行まで３日程度（土・日曜日、祝休日を除
く）かかる場合があります。

融資限度額５００万円
融資利率１．７５パーセント
補助利率１．５パーセント
融資期間５年以内（措置期間６か月以内）
申必要書類をお持ちのうえ、直接産業政策課（市庁舎９階）へ。
※必要書類等の詳細は町田市ホームページをご確認ください。
市HP 緊急資金  検索

市内中小企業の融資制度「緊急資金」のご案内 問産業政策課☎☎７２４・２１２９

出典：首相官邸ホームページより

該当する方は申請を　各種福祉手当
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

　各種手当の概要は下表のとおりです。該当する方は、手当が支給される場合があります。手当によって認定要件や提出書類が異なりますので、申請の前
にお問い合わせください。また、認定とならない場合もありますのであらかじめご了承ください。

各種福祉手当一覧� ２０２０年4月１日現在
手当の種類 対　　象 手当額（月額） 振込予定日

障害児福祉手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の方　①おおむね身体障害者手帳１・２級②おお
むね愛の手帳１・２度③常時介護を必要とする状態にある障がい・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一
定額以上の方は除きます。

１万４８８０円
（２０２０年３月分までは１万４７９０円）
※請求の翌月分から支給されます。

５月８日㈮（２月～４月分）
８月７日㈮（５月～７月分）
１１月１０日㈫（８月～１０月分）
２０２１年２月１０日㈬（１１月～１月
分）

特別児童扶養手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の児童を扶養している方　①身体障害者手帳１
～３級程度②愛の手帳１～３度程度③日常生活に著しい制限を受ける程度の障がいまた
は精神障がいがある
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合有り）。
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受給中、保護者・配偶者・扶養義務者
の所得が一定額以上の場合は除きます。

手当等級１級＝５万２５００円
（２０２０年３月分までは５万２２００円）
手当等級２級＝３万４９７０円
（２０２０年３月分までは３万４７７０円）
※請求の翌月分から支給されます。

４月（１２月～３月分）、８月（４月～
７月分）、１１月（８月～１１月分）の
１１日
※都から支給されます。

特別障害者手当

①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が
必要な２０歳以上の方　①おおむね身体障害者手帳１・２級②おおむね愛の手帳１・２度③
上記（①②）と同等の障がい・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が
一定額以上の方は除きます。

２万７３５０円
（２０２０年３月分までは２万７２００円）
※請求の翌月分から支給されます。

５月８日㈮（２月～４月分）
８月７日㈮（５月～７月分）
１１月１０日㈫（８月～１０月分）
２０２１年２月１０日㈬（１１月～１月
分）

心身障害者福祉手当
①～④のいずれかに該当する２０歳以上６５歳未満の方　①身体障害者手帳１・２級②愛
の手帳１～３度③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精神障害者保健福祉手帳は対象にな
りません。年齢要件には例外もありますので詳細はお問い合わせください。

１万５５００円
※請求の当月分から支給されます。

４月２４日㈮（１２月～３月分）
８月２５日㈫（４月～７月分）
１２月２５日㈮（８月～１１月分）

重度心身障害者手当
①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要な６５歳未満の方　①重度の知的
障がいで、常時著しい精神症状がある②重度の知的障がいと重度の身体障がいがある
③両上肢及び両下肢の機能が失われ座位困難である
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、所得が一定額以上の方は除きます。

６万円
※請求の当月分から支給されます。

毎月２０日までに前月分を支給
※都から支給されます。

※扶養義務者…申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等／上記支給日以外に支払うこともあります／支給日が土・日曜日、祝休日の場合は、原則としてその直前の金融
機関営業日を支給日とします。
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健康案内健康案内
ご利用ください
高齢者歯科口腔機能健診
　口

こう

腔
くう

診査とともに、噛
か

む力や飲み
込む力などの摂食嚥

えん

下
げ

機能を、問診
と簡単なテストにより健診します。
対町田市に住民票があり、健診日時
点で７１歳以上の方
受診期間２０２１年３月３１日まで
場町田市の契約歯科医療機関
費５００円（生活保護受給・市民税非課
税世帯の方、中国残留邦人等の支援
給付受給証明書を持参の方は無料）
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（各市民センタ
ー等で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）をご覧ください。
問保健予防課☎☎７２５・５４３７

募　集募　集
町田市街づくり審査会
市 民 委 員
　町田市街づくり審査会委員の任期
満了に伴い、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の市民委員と重複していな
い方

※詳細は募集要項をご覧ください。
任期６月１日～２０２２年５月３１日
募集人数４人
選考１次＝論文、２次＝面接（５月１１
日予定）
※結果は応募者全員にお知らせしま
す。なお、応募論文は返却しません。
申申込書と論文（テーマ＝地域で市
民が主役となる街づくりを進めるう
えで、市民、大学・企業等、行政がどの
ように連携していくことが大切だと
考えますか、６００字以上１０００字以
内）を、４月１４日まで（消印有効）に直
接または郵送で地区街づくり課へ。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。郵
送を希望する方はご連絡ください。
問地区街づくり課☎☎７２４・４２６７
生涯学習センター
障がい者青年学級新入生
対市内在住で、障害者手帳をお持ち
の１８歳以上の方
日原則第１・３日曜日または第２・４土
曜日、午前１０時～午後４時
場生涯学習センター、ひかり療育園
内主に知的障がいのある方が中心と
なって「生きる力・働く力の獲得」を
目的とした、音楽・演劇・スポーツ・創
作活動・料理・合宿・日帰り旅行等を
行う
定５人

※応募者多数の場合、４月２５日㈯午
前１１時から抽選会を行います。ま
た、入級予定者には、当日午後に個別
面談を行います。
申住所・氏名・電話番号・年齢・障がい
の種類と程度・応募動機を明記し、４
月２０日まで（消印有効）に封書で、生
涯学習センター（〒１９４－００１３、原
町田６－８－１）へ。
問同センター☎☎７２８・００７１返７２８・
００７３

町田創造プロジェクト
（ Ｍ Ｓ Ｐ ）メ ン バ ー
　町田の魅力を発信し、町田の未来
を考える若者グループ「町田創造プ
ロジェクト（ＭＳＰ）」のメンバーを募
集します。
　市では、５年後、１０年後、２０年後と
いう未来を「大人」だけでなく、「これ
から大人」になる若い皆さんと一緒
に考え、皆さんのアイデアや発想を
町田の魅力創造や発信、市の計画づ
くり等の事業に反映していきたいと
考えています。
　日頃から感じている「この場所を

多くの人に見て欲しい」「こうすれば
もっと住みやすくなる」「ここが不
便」などの町田の良い点や悪い点に
ついて意見を出し合い、自分たちの
まちを一緒に盛り上げませんか。
【以下のような方をお待ちしていま
す】
○「町田をもっと良くしたい」という
意欲のある方
○町田でやってみたいことがある方
○今の町田を変えたい方
○イベント企画が好きな方
※詳細は、まちだ子育
てサイト（右記二次元
バーコード）をご覧く
ださい。
対市内在住、在勤、在学の１５～１８歳
の方（中学生を除く）
活動日時原則第２・４木曜日、午後６時
～８時
場市庁舎
申氏名（ふりがな）・電話番号・生年月
日を明記し、Ｅメールで児童青少年
課（遍ｍｃｉｔｙ４１３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔ
ｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

総務部法制課担当課長（法務担当）を公募します
問職員課☎☎７２４・２１９９

学校跡地を活用して開校しました

桜美林大学東京ひなたやまキャンパス
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

　市では、法律に関する高度な専
門的知識のある人材を採用し、法
務の充実・強化を図るため、法務部
門に任期付職員を募集します。
対次の要件を満たす方　①法律に
関する高度な専門知識を有し、訴
訟活動に関する実務経験が３年以
上ある②司法修習生の修習を終え
ている
役職担当課長（法務担当）
募集人数１人
採用日２０２１年４月１日（予定）
※欠員状況等で４月１日より前に
採用することもあります。
任用形態特定任期付職員（２年間）
職務内容訟務事務の指導及び人材
育成、庁内弁護士としての相談、行

政法規の解釈
※給与等は条例等の定めによりま
す。
選考１次＝書類、２次＝面接
※詳細は、実施要項（町田市ホーム
ページでダウンロード）をご覧く
ださい。
応募方法受験申込書（町田市ホー
ムページでダウンロード）と司法
修習終了証の写しを、５月１１日ま
で（消印有効）に郵送で職員課人事
係（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
※封筒表面に「特定任期付職員募
集」と朱書きし、書留で提出してく
ださい。

　廃校となった本町田西小学校・
本町田中学校の跡地約３．２万㎡を
一体的に活用し、桜美林大学東京
ひなたやまキャンパスが開校しま
した。
　市と学校法人桜美林学園は学校
跡地活用に係る基本協定を結んで
おり、土地は５０年間の定期借地権
を設定しています。
　また、山崎団地と町田木曽住宅
に隣接する立地を生かし、地域と

連携した新たな取り組みを進める
とともに、地域の方のアートの拠
点としても利用できる、開かれた
キャンパスとなる予定です。

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市交通安全推進
協議会定例会

４月３日㈮午後
２時から

市庁舎３階第
１委員会室

５人
（申し込み順）

事前に電話またはＦＡＸで市
民生活安全課（☎☎７２４・４００３
返０５０・３１６０・８０３９）へ

町田市教育委員会定
例会

４月１０日㈮午
前１０時から

市庁舎１０階
会議室１０－
３～５

直接会場へ問教育総務課
☎☎７２４・２１７２

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

４月１３日㈪午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎☎７２４・８４０７）へ

町田市長期計画審議
会

４月２８日㈫午
後３時～５時

市庁舎２階会
議室２－１

１０人
（先着順）

直接会場へ問企画政策課
☎☎７２４・２１０３

　募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項（町田市ホームページでダウンロード、または問い合わせ先の各課窓
口で配布）をご覧ください。
※１と８は社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（３～７は雇用保険のみ加入有り）／通勤手当相当分の支
給有り／２～８は土・日曜日、祝日勤務有り

会計年度任用職員募集
▲町田市ホームページ

職　種 勤務場所 任用期間
募集人数

※ 勤務時間等の詳細は
募集要項を参照

報　酬 申込期限 申し込み・問い合わせ

１ 運転手 市有財産活用課 ７月１日～９月３０日 月１６日＝１人 月額１８万６０００円 ４月１４日 市有財産活用課
☎☎７２４・２１１２

２ 都知事選挙における選挙事務
（期日前投票事務）

選挙管理委員会
事務局

６月１６日～７月１５日 月１６日以内＝１３人 時給１０５０円
（実働７時間４５分）

４月２４日 選挙管理委員会事務局
☎☎７２４・２１６８

３ 都知事選挙における選挙事務
（庶務） ５月２２日～７月２２日 月１６日以内＝２人 時給１０５０円

（実働７時間３０分）

４ 都知事選挙における選挙事務
（投開票事務の統括） ６月８日～７月２２日 月２０日以内＝１人 時給１０５０円

（実働６時間）

５ 都知事選挙における選挙事務
（投開票事務） ６月８日～７月２２日 月１６日以内＝５人 時給１０５０円

（実働７時間４５分）

６ 都知事選挙における選挙事務
（電話受付担当） ６月８日～７月８日 月２０日以内＝５人 時給１０５０円

（実働６時間）

７ 都知事選挙における選挙事務
（不在者投票事務） ６月２日～７月１５日 月１６日以内＝６人 時給１０５０円

（実働７時間４５分）

８ 保育士 生涯学習センター ５月１日～２０２１年３
月３１日 年間６０日程度＝１人 時給１１００円

（実働３時間）
４月１０日

※持参の場合は午後５時まで。
生涯学習センター

☎☎７２８・００７１
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募　集募　集
認定農業者及び認定新規就農者
　認定農業者制度とは、農業経営基
盤強化促進法に基づき、意欲ある農
業者が自らの経営を計画的に改善す
るために作成した「農業経営改善計
画」（５年後の経営目標）を市が認定
し、その計画達成に向けた取り組み
を関係機関・団体が支援する仕組み
です。
　また、認定新規就農者制度とは、同
促進法に基づき、新たに農業経営を開
始しようとする新規就農者が作成し
た「青年等就農計画」（５年後の経営目
標）を市が認定し、その計画達成に向
けた取り組みを関係機関・団体が支援
する仕組みです。
※申請の詳細は、お問い合わせいた
だくか、町田市ホームページをご覧
ください。
申４月１５日までに電話で農業振興課
（☎☎７２４・２１６６）へ。

お知らせお知らせ
令 和 ２ 年 度 国 民 年 金 
保 険 料 額 の ご 案 内
　令和２年度の国民年金保険料は月
額１万６５４０円です。日本年金機構か
ら納付書が送付されますので、金融
機関やコンビニエンスストアで納付
してください（口座振替、クレジット
カードでの納付も可、納付方法によ
る割引も有り）。
※詳細はお問い合わせください。
問ねんきん加入者ダイヤル☎☎０５７０・
００３・００４、八王子年金事務所☎☎０４２・
６２６・３５１１、町田市保険年金課☎☎７２４
・２１２７

医療と介護の連携支援 
セ ン タ ー を 開 設
　市では、在宅医療・介護連携機能強
化型地域包括支援センターとして
「医療と介護の連携支援センター」を
開設しました。
　同センターでは、在宅で療養する
高齢者を医療と介護の専門職が連携
し、チームとなって支えることがで
きるよう、医療・介護の専門職の相談
に応じ、必要な情報提供や支援を行

います。
所在地木曽西４－１２－２２　ＫＩＳＯコ
ミュニティベース１階
電話番号☎☎７９４・６５２７
受付時間月～金曜日（祝休日・年末年
始を除く）、午前８時３０分～午後５時
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
傍聴できます

町田市立学校適正規模・
適 正 配 置 等 審 議 会
　町田市教育委員会では、児童・生徒
数の減少や学校施設の老朽化に対応
しながら、市立学校のより良い教育環
境を整備し、充実した学校教育を実
現するため、「町田市立学校適正規模
・適正配置等審議会」を開催します。
　２０２０年度は、学校統廃合を含めた
通学区域の見直し及び学校施設機能
の在り方について調査・審議します。
日４月１７日㈮午後６時３０分から
場市庁舎１０階会議室１０－２～５
※南入口からお入りください。
問教育総務課☎☎７２４・２１７２
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
【町田都市計画道路の変更】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、

都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間４月３日㈮～１７日㈮、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
内町田都市計画道路の変更（町田３・
３・７号原町田川崎線）
意見書の提出４月１７日まで（必着）に
直接または郵送で都市政策課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問都市政策課☎☎７２４・４２４７
戸籍の届出における

人口動態調査にご協力を
　人口動態調査は、皆さんからの出
生・死亡・死産・婚姻・離婚の各届書を
基に、出生や死亡の状況などを調べ
るため毎年実施しています。今年度
は、職業・産業に関する人口動態調査
も実施するため、各届書に「職業」の
記入（死亡届には勤務先の「産業」も
併せて記入）をお願いしています。ご
理解ご協力をお願いします。
対出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出
をする方
調査期間２０２１年３月３１日まで
場市民課戸籍係（市庁舎１階）、各市
民センター
問市民課☎☎７２４・２８６５

全日本学生油絵コンクール　大塚叶太さんが学展芸術大賞を受賞
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

　町田第一小学校の大塚叶太さん
（＝左写真）が、昨年１１月２８日～
１２月８日に国立新美術館で開催さ
れた「第６９回全日本学生油絵コン
クール（学展）」で、史上最年少（８
歳）で学展芸術大賞を受賞しまし
た。
　学展芸術大賞に選ばれた作品
「時計の世界」（＝右写真）は、パリ
のルーヴル美術館で開催されたア
ート展に展示されました。

　受賞の報告のため、３月１６日に
市役所を訪れた大塚さんは「こん
なにすごい賞が取れるとは思って
いなかったか
ら嬉しかっ
た。将来は絵
本作家かサッ
カー選手にな
りたい」と喜
びを語られま
した。

後期高齢者医療保険料が改定されました
問�個別の相談・個人情報を含むもの＝保険年金課☎☎７２４・２１４４、制度に
ついて＝広域連合お問合せセンター☎☎０５７０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳ
の方は☎☎０３・３２２２・４４９６）

　後期高齢者医療制度の保険料
は、２年ごとに見直しがあります。
医療費の総額と１人当たりの医療
費が、今後さらに増加することが
見込まれるため、東京都後期高齢
者医療広域連合では、均等割額と

所得割額を図１のとおり改定しまし
た（医療費の負担の内訳は図２を参
照）。
※所得の低い方には、保険料の軽減
を行っています（所得の申告が必要
となる場合有り）。

○均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の総所得金額
等を合計した額をもとに均等割額を
軽減しています。
　国により特例として実施されてき
た総所得金額等の合計額が３３万円
以下の方の軽減は、８割または８．５割
から見直されました（表１）。
○所得割額の軽減
　被保険者本人の賦課のもととなる
所得金額をもとに所得割額を軽減し

ています（表２）。
○被扶養者だった方の軽減
　後期高齢者医療制度の加入前日
まで会社の健康保険等（国民健康
保険・国民健康保険組合は除く）の
被扶養者だった方の均等割額は、
加入から２年を経過する月まで５
割軽減、所得割額は当面の間かか
りません。なお、低所得による均等
割額の軽減（表１）に該当する場合
は、軽減割合の高い方が優先され
ます。

図1　2020・2021年度の保険料率　  

図2　医療費の負担の内訳

被保険者1人当たり
４万4100円
（4万3300円）

均等割額 所得割額
賦課のもとと
なる所得金額※

8.72％
（8.80%）×＋ = 上限額64万円

（62万円）

年間保険料

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株
式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額で
す（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

（　）は、2018・2019年度

一部
負担金

保険料
（約１割）

現役世代からの支援金
（約4割）

公費
〈国：都：区市町村＝4：1：1〉

（約5割）

保険でまかなう医療給付費

医療機関等で支払う自己負担分

皆さんに納めていただく保険料

表１　均等割額の軽減の概要
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
３３万円以下で被保険者全員が年金収入８０万円以下で、その他の所得がない ７割
３３万円以下で７割軽減の基準に該当しない ７．７５割
３３万円＋（２８万５０００円×被保険者の数）以下　 ５割
３３万円＋（５２万円×被保険者の数）以下 ２割
※6５歳以上（２０２０年1月1日現在）の方の公的年金所得については、その所得から更に
高齢者特別控除額（1５万円）を差し引いた額で判定します。ただし、高齢者特別控除額は
所得割額の計算では適用されません。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点（年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得
時）で行います。
表２　所得割額の軽減の概要
賦課のもととなる所得金額（年金収入のみの場合の年金収入額） 軽減割合

1５万円（年金収入16８万円）以下 ５０％
２０万円（年金収入1７３万円）以下 ２５％

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

町 田 市 消 防 団 長 に 
𠮷 川 和 男 氏 が 就 任
　第１３代町田市消防団長に𠮷川
和男氏が就任しました。市民の生
命・財産を守るため消防団員の陣
頭で指揮を執ります。
　𠮷川氏は１９８２年に入団して以降、
分団長や副団長等要職を歴任し、
２０１０年３月には「消防長官表彰（永
年勤続功労章）」を受章しています。
今後も市民の皆さんの期待に応え
られるよう、活
動します。
　なお、町田市
消防団では、各
地域で活躍する
消防団員を募集
しています。
問防災課☎☎７２４・３２５４
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固定資産税の縦覧及び 
課 税 台 帳 の 閲 覧
　２０２０年度課税分の縦覧及び課税
台帳の閲覧を実施します。なお、
２０２０年度の固定資産税・都市計画
税納税通知書は、５月１日に発送しま
す。

【縦覧及び課税台帳（名寄帳）閲覧制
度】
　縦覧制度とは、自己の土地や家屋
に対する固定資産税評価額が適正で
あるかどうかを判断する資料とし
て、固定資産税評価額（税額の記載は
無し）が記載された帳簿を納税者の
縦覧に供するものです。また、課税台
帳の閲覧制度とは、納税義務者が、固
定資産税台帳のうち、自己の資産に
対する課税内容を具体的に確認する
ためのものです。
○縦覧・閲覧ができる方
①納税義務者、その同居の親族及び
納税管理人（同居でも別世帯の方は
委任状が必要）
②代理人（納税者が自署・捺印〔法人
の場合は代表者印を押印〕した委任
状または代理人選任届をお持ちの
方）
○本人確認書類が必要です
　次の書類をお持ちください。
①官公署が発行した写真付きの書類
１点（運転免許証、パスポート、写真
付き住民基本台帳カード、マイナン

バーカード〔個人番号カード〕等）
②上記の書類がない場合は、次の書
類２点
※組み合わせは、（イ）で２点または、
（イ）と（ロ）で各１点ずつです。
（イ）官公署が発行した写真無しの書
類（健康保険証、介護保険証、年金手
帳及び証書、写真無しの住民基本台
帳カード、納税通知書等）
（ロ）その他（法人が発行した写真付
きの身分証明書等）
縦覧・閲覧期間６月１日㈪までの午前
８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝
休日を除く）
場資産税課（市庁舎２階）
※縦覧時には、土地・家屋の所在地番
を申請書に記載していただきます。
パソコン画面での縦覧になり、画面
の撮影はできません（手書きによる
転記は可）。また、所有者名からの縦
覧はできません。
※閲覧は、納税義務者単位の申請と
なります。
問資産税課☎☎７２４・２１１６、２１１８

【納税義務者以外の方が課税（補充）
台帳を閲覧申請する場合】
　土地や家屋に対し、賃借権その他
の使用または収益を目的とする権利
（対価が支払われているものに限る）
及び固定資産の処分をする権利を有
する方（１月２日以降に所有権を取得
した方等）は、権利の対象となる資産
のみ課税（補充）台帳の閲覧申請がで

きます。
○必要な書類
　本人確認書類（運転免許証等）と権
利を有する資産を特定するための書
類（賃貸借契約書、賃借権の権利者が
記載されている登記全部事項証明書
等）をお持ちください。また、代理人
に依頼する場合は、権利者が自署・捺
印（法人の場合は代表者印を押印）し
た委任状または代理人選任届が必要
です。
閲覧時間午前８時３０分～午後５時
※４月上旬は混雑が予想されるた
め、時間に余裕をもち申請してくだ
さい。

場市民税課諸税証明係（市庁舎２階）
費１件３００円
問市民税課諸税証明係☎☎７２４・
２８７４

【固定資産税の評価額に不服がある
場合】
　縦覧や閲覧等の結果、自己の土地、
家屋、償却資産に対する固定資産税
評価額に不服がある納税者は、納税
通知書を受け取った日の翌日から３
か月以内に、文書によって固定資産
評価審査委員会に審査の申し出がで
きます。
問法制課☎☎７２４・２５０６

パブリック
コメント
公　表

町田市シェアサイクル

アプリを切り替え市内回遊性を高めます
問道路管理課☎☎７２４・３２５７

ふるさと納税の返礼品等を新たに追加しました
問財政課☎☎７２４・２１４９

　町田市のふるさと納税の魅力を
さらに高めるため、新たな返礼品
等を追加しました。市民の方でも
もらえるお礼の品を紹介します。
○市内在住の漫画家・斉藤倫先生
のオリジナル感謝状（１万円コース）
　市内在住の漫画家で、動物に関
する作品等を描いている、斉藤倫先
生のイラストの入ったオリジナル
感謝状です（感謝状はＡ４サイズ＝
右上写真）。
　手続き等の詳細は、町田市ホー
ムページ、またはパンフレットを
ご覧ください。

【新しいパンフレットを配布中】
　市庁舎１階総合案内・各市民セ
ンター等で配布しています。
※町田市ホームページでもご覧い
ただけます。

　町田市公益的活動とは、市内の
公園・緑地でゴミ拾いや落ち葉の
清掃、除草、樹木点検などを行う活
動です。
　２０１８年４月から参加できる活
動団体区分が広がり、地域の方だ
けでなく、新たに市内の事業者や
学校の参加ができるようになりま
した。昨年度は、２０９団体がそれぞ
れの特徴を生かした活動を行いま
した。

　申し込みは随時受け付けていま
すが、参加には事前の相談が必要
です。
対次のいずれかに該当する団体　
①市内の町内会・自治会、子ども会
または老人会②市内に事業所があ
る事業者③市内の小・中学校、高等
学校及びこれに準ずる教育機関④
市内に活動拠点があり、構成員が５
人以上で、その３分の２以上が市内
在住、在勤、在学である

　市内の回遊性向上による地域活
性化を目指し、昨年４月からecobi
ke（株）と共同でシェアサイクル
導入に向けた社会実験を実施して
います。この結果、市内から市外へ
の移動に利用された数が市内での
利用の２倍となっており、市内に
設置された自転車が市外に流出し
ていることがわかりました。
　市外への流出を防ぎ、市内の回
遊性を高めるため、対象エリアを
市内に限定し社会実験を継続しま
す。これに伴い、町田市シェアサ
イクルアプリを「HELLO　CYCLI
NG」（ハローサイクリング）から
「INTERSTREET」（インタースト
リート）へ変更しました。
　今後は、市内３２か所ある駐輪場

を更に増やすなど、シェアサイク
ルの利便性の向上に努めます。
料金１５分７０円
決済方法クレジットカード決済

【利用方法】
①スマートフォンア
プリ「INTERSTREET」
をダウンロード（右
記二次元バーコード）。
②アプリで「借りる」を選択し、カ
メラで自転車の鍵部分の二次元バ
ーコードを読み取り、開錠。
※車体番号を入力して開錠するこ
ともできます。
③返却時は、駐輪場で自転車を施
錠し、アプリで「返す」を選択。
※詳細は町田市ホームページをご
覧ください。

公園・緑地で地域貢献活動に取り組みませんか

町田市公益的活動団体を募集します
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

ご意見ありがとうございました

ご意見の概要 市の考え方

　避難が長くなった場合に備え
て、応急仮設住宅建設用地の確
保も必要である（例：西田広場、
鶴間公園）。

　災害時に備え、鶴間公園を始めとする市内
の公園や広場を応急仮設住宅建設用地の候
補地として定めております。災害時に備え、
今後も適宜、見直しを図ってまいります。

　避難施設について、冷暖房、風
呂、プライベートスペースの確
保など諸外国を参考に充実させ
る。

　市では２０２１年度までに、市立小・中学校に
おいて、児童・生徒の熱中症対策と教育環境
の改善及び避難施設の機能向上を目的とし
て、体育館空調の整備を行います。このこと
により、避難施設である体育館の冷暖房が可
能になり、環境改善を図ることができます。
　また、停電を伴う災害時に備え、非常用発
電機を設置し、災害発生後７２時間の電力を
確保することで、体育館照明やコンセントの
使用、トイレ洗浄が可能となるなど、避難施
設を充実させる予定です。
　プライバシーの確保については、（特）ボラ
ンタリー・アーキテクツ・ネットワークと協
定を結び、避難施設に簡易間仕切りを提供い
ただく体制を整えました。また、その他にも
東日本段ボール工業組合と協定を結び、段ボ
ールベッドの提供を受ける体制を整えるな
どさまざまな団体と協定を締結し、避難施設
の環境を充実させるよう取り組んでいると
ころです。今後も引き続き、避難施設の更な
る機能向上を図ってまいります。

　市では、「町田市地域防災計画　２０１９年度修正　第１章～３章」の修
正にあたり、皆さんのご意見を募集しました。いただいたご意見は、計
画修正の参考にさせていただきました。
　ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間　１月８日㈬～２月５日㈬
○応募者数　７人　　○意見件数　１０件

町田市地域防災計画
2019年度修正　第1章～3章

問防災課☎☎７２４・３２１8

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布し
ます。
　防災課（市庁舎３階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、男女平等推進セン
ター（町田市民フォーラム３階）、各連絡所、各市民センター、生涯学習セン
ター、各市立図書館、町田市民文学館
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マイナンバーの手続き窓口を増設しました
問市民課☎☎８６０・６１９５

モバイルレジのクレジットカード納付・LINE Pay

スマートフォンで市税の納付ができます！
問納税課☎☎７２４・２１２１、２１２２

　マイナンバーの手続き窓口は、これまで市庁舎１階１０３窓口のみでし
たが、みんなの広場の奥（１１５窓口横、下図■部分）にも新たに窓口を増設
しました。手続きの内容により、窓口が異なりますので、ご注意ください。

　市税の納付に、スマートフォン
アプリ「モバイルレジ（クレジット
カード納付）」「LINE Pay（請求書
支払い）」が利用できるようになり
ました。
　これらのアプリを使用して納付
書のバーコードを読み取ることに
より、クレジットカード決済及び
スマートフォン決済ができます。

手続きや支払いのために窓口等に
出向く必要がなく便利です。
　詳細はお問い合わせいただく
か、町田市ホームページをご確認
ください。
対象税目市・都民税（普通徴収）、固
定資産税・都市計画税、軽自動車税

（種別割）、国民健康保険税

策定しました

新・町田市子どもマスタープラン（後期） 
～子どもにやさしいまちづくり計画～２０２０－２０２４

問子ども総務課☎☎７２４・２８７６

　新・町田市子どもマスタープランは、子ども施策の基本計画として
２０１５年度からの１０年計画を策定し、前期行動計画（５年）を進めてきま
した。その間にも、少子化の流れは進み、働き方改革による女性の社会進
出や幼児教育・保育の無償化など、子ども・子育てを取り巻く環境は変化
し続けています。このような社会状況の変化に対応し、子ども・子育ての
支援を切れ目なく推進していくため、後期行動計画である「新・町田市子
どもマスタープラン（後期）～子どもにやさしいまちづくり計画～２０２０
－２０２４」を策定しました。「第二期町田市子ども・子育て支援事業計画」
等の、子どもに関する計画や方針等をすべて取り込んだ「子どもに関する
統合した計画」となっています。
　計画の副題は、ユニセフ（国連児
童基金）の子どもにやさしいまち
づくり事業にちなんで、「子どもに
やさしいまちづくり計画」としま
した。町田市は、日本型子どもにや
さしいまちモデルの基準づくりに
参加しており、子どもにやさしい
まちからみんなにやさしいまちに
つながるよう計画を推進していき
ます。
　計画の冊子は、各市立図書館で
閲覧できるほか、市政情報課（市庁
舎１階）で販売します（１冊１４００
円）。また、町田市ホームページで
ダウンロードもできます。

（株）ゼルビアと「地域福祉の発展に向けた 
　　  取り組みを推進する協定」を締結

問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　市は、３月１１日に（株）ゼルビア
と「地域福祉の発展に向けた取り
組みを推進する協定」を締結しま
した。　
　この協定に基づき、ＦＣ町田ゼル
ビアのホームゲームで、大型映像
装置や場内アナウンスなどで市の
福祉事業をPＲすることが可能に
なりました。また、市が行う地域福
祉に係るイベント等にゼルビーが
参加し啓発活動を行うなど、共に

地域福祉の発展に向けた取り組み
を推進していきます。

左から、（株）ゼルビア代表取締役社長・
大友健寿氏、石阪市長、ゼルビー

受動喫煙を防ぐための新しいルールが始まりました
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　改正健康増進法及び東京都受動喫
煙防止条例が全面施行されました。
　以下の４点が新制度における喫煙
のルールです。
①２人以上の方が出入りする施設は
原則屋内禁煙です。
②喫煙できる場所に、２０歳未満の方
は立ち入ることができません。
③施設の出入り口等に、喫煙状況を
示す標識が掲示されます。
④喫煙は決められた場所で行い、周

りの方へ配慮する必要があります。
【受動喫煙防止対策専用相談窓口】
　受動喫煙対策に関するご不明点・
ご相談等は、下記の専用相談窓口へ
お問い合わせください。
受付時間午前１０時～午後５時（土・日
曜日、祝休日、年末年始を除く）
来所相談市庁舎７階７０５窓口
相談電話番号☎☎８６０・７８３０
市HP 受動喫煙防止対策  検索

【手続きの内容】
〇新たに増設した窓口
　通知カードに関する手
続き、マイナンバーカー
ドの書き換え、暗証番号
再設定、紛失届、電子証明
書の更新手続き等
〇１０３窓口
　マイナンバーカードの
受け取り

お知らせお知らせ
助成金の受け付けを開始します

　既に契約や事業に着手している場
合は助成の対象外となります。詳細
はお問い合わせいただくか、町田市
ホームページをご覧ください。

【木造住宅耐震改修助成金】
　木造住宅の無料簡易耐震診断、精
密耐震診断、耐震設計、耐震改修工
事、耐震シェルター等設置工事、除却
工事に関する助成制度です。
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅（賃貸
用の住宅は除く）を、自らが所有して
いる個人の方

【ブロック塀等撤去事業助成金】
　ブロック塀等の撤去工事に関する
助成制度です。
対道路等に面する一定の高さ以上の
ブロック塀等を、自らが所有してい
る方

◇
問住宅課☎☎７２４・４２６９

マ ン シ ョ ン 管 理 状 況 
届出制度が始まります

　分譲マンションは、建物の老朽化

と居住者の高齢化に直面していま
す。こうした状況を踏まえ、都ではマ
ンション管理状況届出制度を開始し
ます。対象となるマンションには、都
から届出用紙や制度の案内が送付さ
れます。詳細は、東京都マンションポ
ータルサイトをご覧ください。
対昭和５８年以前に新築された６戸以
上のマンション
届出方法必要書類をお持ちのうえ、
直接住宅課（市庁舎８階）へ（東京都
マンションポータルサイト内の管理
状況届出システムで届け出も可）。
※届出書の記載方法は分譲マンショ
ン総合相談窓口（☎☎０３・６４２７・
４９００）へお問い合わせください。
※制度については、東京都住宅政策
本部住宅企画部マンション課（☎☎０３
・５３２０・５００４）へお問い合わせくだ
さい。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
４月６日～１５日

春 の 全 国 交 通 安 全 
運 動 が 始 ま り ま す

【運動の重点】
１　子どもを始めとする歩行者の安
全の確保
　入学や進級を迎える４月以降に、
小学生の歩行中の交通事故が増加す

る傾向にあります。子どもに限らず、
自身の身を守るため、斜め横断や、横
断禁止場所を渡らないようにするな
ど、交通ルールを守りましょう。
２　高齢運転者等の安全運転の励行
　高齢運転者による重大交通事故が
発生しています。高齢運転者は、体調
が優れない時は運転を控える等、安
全運転を心掛けましょう。運転に自
信がなくなった方、家族から運転が
心配と言われた方は、運転免許証の
自主返納をご検討ください。
３　自転車の安全利用の推進
　自転車は車両です。「自転車安全利
用五則」を守り、安全運転を心掛けま
しょう。
　都条例の改正に伴い、自転車の利
用者やその保護者は、自転車利用中
の事故で他人にけがをさせてしまっ
た場合などの損害を賠償できる保険
等への加入が義務となりました。詳
細は、東京都都民安全推進本部ホー
ムページをご確認ください。
４　二輪車の交通事故防止
　交差点を通過する際には、安全確
認をしっかり行い、カーブの手前で

は、十分に速度を落としましょう。ま
た、長袖・長ズボンを着用し、ヘルメ
ットのあご紐をしっかりと締めて、
胸部、腹部を守るプロテクターで身
を守りましょう。
○その他の注意事項～違法駐車やス
ピード違反はやめましょう
　警視庁・各警察署のホームページ
で、放置車両の取締り活動ガイドラ
インや、速度取締指針を公開してい
ます。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３、町
田警察署☎☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎☎０４２・６５３・０１１０
春号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で４月～６月に開催ま
たは募集を開始する講座・イベント
等の情報を掲載しています。
配布場所市庁舎、各市民センター等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。　
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
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お知らせお知らせ
町 田 市 葬 祭 事 業 
の ご 案 内

　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
ができるよう、祭壇等の貸し出しや
葬祭用品の販売等を行っています。
お見送りの方法に合わせて必要なも
のを1つずつ選べます。
　貸出用具、販売用品によって費用
が異なりますので、詳細はお問い合
わせください。
※この事業は市が（公社）町田市シル
バー人材センターに委託して、町田
市葬祭事業所で実施しています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市で、市内で葬儀を営
まれる方

【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の、高齢や身体が不自由
などの理由で来所できない方

◇
問町田市葬祭事業所☎☎791・3861　

（受付時間＝午前8時30分～午後5
時〔年始3日間を除く〕）、町田市福祉

総務課☎☎724・2537
大地沢青少年センター～１０月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申4月4日午前8時30分から電話で
同センター（☎☎782・3800）へ。
※初日の午前8時30分～午後1時の
受付分は抽選、午後1時以降は申し
込み順に受け付けます。
※10月6日、13日、20日、27日は利
用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村～
１０月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申4月1日午前8時30分から電話で
自然休暇村（錆0120・55・2838）へ

（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※10月1日、13日、14日は利用でき
ません。

催し・講座催し・講座
毎月第３水曜日

市庁舎でリサイクル広場
　対象品目を資源として、無料で回
収します。
対市内在住の方
日毎月第3水曜日、午前10時～午後
3時（祝休日を除く）
※都合により開催できない場合があ
ります。
場市庁舎前
対象品目陶磁器（土鍋・植木鉢含む、

割れた物可）、家庭金物（鍋・フライパ
ン等の台所用品）、ガラス食器（割れ
た物可）、廃食用油、防水やワックス
加工がしてある紙容器（ヨーグルト
の容器、アイスカップ等）、裏面が銀
色・茶色の紙パック、洗剤の計量スプ
ーン、ペットボトルのふた、パン袋の
留め具、ビデオテープ、小型家電（30
㎝×15㎝の投入口に入る製品）、携
帯電話
※指定収集袋で出せる、重さが10㎏
以内の物に限ります。
※回収したものは原則リサイクルし
ます。
問3Ｒ推進課☎☎797・0530

　市では、市内事業者の皆さんに活
用いただける各種支援制度を用意し
ています。申請書類等の詳細は、町田
市ホームページをご覧ください。

補助制度

❖ 産業見本市出展への補助
対市内中小企業者（市内に住民登録
を有する個人または市内を納税地と
する法人で、1年以上事業を営んで
おり市税を完納していること）
補助対象事業2021年3月31日まで
に開催される国内外の見本市・展示
会等に出展する事業（一部を除く）
補助対象経費国内で行われる見本市
・展示会等＝主催者へ支払う出展料

（会場使用料、補助額上限20万円）、
国外で行われる見本市・展示会等＝
外国語表記の冊子等の作成費用（補
助額上限5万円、トライアル認定事
業者の場合は上限10万円）
補助割合一般事業者＝2分の1以内、
小規模事業者＝3分の2以内
※町田市トライアル発注認定事業者
が認定商品をＰＲするために出展す
る場合の補助割合は、4分の3以内で
す。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎9階）
へ。

❖  特許権等の  
産業財産権取得への補助

対市内中小企業者（市内に住民登録
を有する個人または市内を納税地と
する法人で、1年以上事業を営んで
おり市税を完納していること）
補助対象事業2021年3月31日まで
に終了する次のいずれかの事業　①
特許権・実用新案権・意匠権・商標権

の出願②特許出願にかかる出願審査
請求
補助対象経費及び補助割合①の場合
＝出願印紙代全額と出願にかかる弁
理士手数料の2分の1の額を合計し
た額（上限10万円、ただし商標権は
5万円）②の場合＝特許出願審査請
求印紙代全額と出願にかかる弁理士
手数料の2分の1（上限2万5000円）
の額を合計した額（上限10万円）
※小規模事業者の出願にかかる弁理
士手数料の補助割合は、いずれも3
分の2の額となります。
※早期審査請求や電子申請等に係る
弁理士に支払う手数料は補助対象外
です。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎9階）
へ。

❖  ものづくり企業  
地域共生推進事業補助金

　工場に防音壁を導入するなど、も
のづくり企業が市内で行う地域との
共生を目的とした事業に係る経費の
一部を補助します。
対都内で1年以上工場等を操業する
ものづくり企業等
補助対象事業地域との共生を目的と
する工場の改修・移転事業、設備更新
・導入事業、住民受け入れ整備事業
※2021年3月15日までに完了する
事業が対象です。
補助額補助対象経費の4分の3以内

（上限375万円）
※上限額に達し次第、受け付けを終
了します（先着順、審査有り）。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎9階）
へ。
※申請の際は、事前に産業政策課へ

ご連絡ください。

認定事業

❖ 町田市トライアル発注認定制度
　市内事業者が開発する新規性の
高い優れた商品・サービスの信用力
向上や販路拡大を支援するため、一
定の基準を満たした商品及び開発し
た事業者を認定しています。
　認定された商品は、市が作成する

「認定商品カタログ」や広報まちだ、
町田市ホームページ等に掲載しま
す。また、認定期間中は市の中小企業
融資制度や産業見本市出展支援事業
においても優遇されます。
　これまでに29事業者38商品が認
定を受けており、市内外のイベント
等で一体的なＰＲを広く実施してい
ます。
対新規性の高い優れた新商品及びそ
れを生産する中小企業者（市内に住
民登録を有する個人、または市内を
納税地とする法人で、1年以上事業
を営んでおり市税を完納しているこ
と）
認定基準次の要件をすべて満たす商
品であること　①申請時点で、販売
開始から5年以内である②既存の商
品とは別個の範

はん

疇
ちゅう

に属するものであ
るか、同一の範疇に属しても著しく
異なる使用価値を有するため、実質
的に別個の範疇に属すると認められ
る③技術の高度化、経営能率の向上、
市民生活の利便の増進に寄与すると
認められる④生産方法、必要な資金
額、資金調達方法が、事業者の新たな
事業分野開拓のために適切なもので
ある
※食品並びに医薬品、医薬部外品及
び化粧品を除きます。
認定期間認定された日から2023年

3月31日まで
審査方法専門機関による書類審査及
び「町田市トライアル発注認定制度
選考懇談会」での学識経験者等によ
る意見聴取（事業者プレゼンテーシ
ョン有り）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、5
月15日まで（必着）に直接または郵
送で産業政策課（市庁舎9階）へ。

❖ 「先端設備等導入計画」の認定
　生産性向上特別措置法に基づき、
中小企業者が機械・装置などの設備
投資を通じて労働生産性の向上を図
るために作成する「先端設備等導入
計画」の認定申請を受け付けていま
す。計画が認定されると、税制面や国
の各種補助金採択においてメリット
があります。
対市内の事業所に設備を導入する中
小企業者
認定によるメリット①計画認定を受
けた設備（償却資産）に係る固定資産
税が3年間ゼロとなる②国の各種補
助金（ものづくり・サービス補助金、Ｉ
Ｔ導入補助金等）の優先採択（加点）
の対象となり、一部の補助金におい
て補助率が拡充される
※市への申請にあたっては、作成し
た「先端設備等導入計画」の内容につ
いて、経営革新等支援機関（町田商工
会議所、町田新産業創造センター、市
内金融機関等）による事前確認書の
発行を受ける必要があります。
※設備取得は、必ず市による計画認
定後に行っていただく必要がありま
す。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎9階）
へ。

市内事業者への支援制度 問産業政策課☎☎７２４・３２９６町田市のお得な中小企業支援制度を活用しませんか

　市では、より多くの皆さんに安全・安心な楽しい時間を過ごしていただ
けるよう、公園の維持管理に取り組んでいます。
○犬の立ち入りを禁止している公園もあります。
　利用する前に、看板で確認しましょう。
○リードは適切な長さに調節し、必ずつなぎましょう。
　犬から目を離さないようにしましょう。
○フンは必ず持ち帰り、尿は水で流しましょう。
　公園灯に尿をさせると故障の原因になりますので、おやめください。

犬をお連れの方へ
公園を利用する際はマナーが大切です

問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

チャットボット 検索市HPAI（人工知能）が行政サービスの手続きや制度に関するご質問にお答えします  ■問 広聴課☎724・2102
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５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索市HP町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます4月は「町田とユニセフの『子どもにやさしいまちづくり』」

催し・講座催し・講座
ダンボールコンポスト講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日４月２３日㈭、２７日㈪、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申４月２日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００４０２Ｃへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
健康は正しい食事から！

管理栄養士から「食べる」
を 学 ぶ 特 別 講 座
　講演後、介護に関する求職相談登
録会を行います。
対市内在住の、介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、配膳、介護補助等の周辺業

務）の相談を希望する方等
日４月２４日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
内栄養の基礎知識、自分や家族の栄
養状態を確認する方法の体験等
講南多摩地域栄養士協議会町田支部
管理栄養士・高橋愛氏
定３０人（申し込み順）
申４月１６日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６

地 域 介 護 予 防 教 室
【はじめての読み聞かせ講座】
　口の健康と読み聞かせの手法につ
いて学びます。講座終了後も、受講し
た仲間で子どもたちへの読み聞かせ
や、高齢者施設での朗読ボランティ
ア等の活動を共にしていくことを目
指します。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日５月２０日～７月１日の水曜日、午前
１０時～正午、全７回
場和光大学ポプリホール鶴川
講歯科衛生士・本田栄子氏

定１５人（申し込み順）
申４月１日午前９時～５月１１日午後５
時に電話で鶴川第２高齢者支援セン
ター（☎☎７３７・７２９２）へ（日曜日、祝
休日を除く）。
※当日及び講座については同センタ
ーへお問い合わせください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
わくわく仲間づくりカレッジ

里山ウォーキング（中期）
対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮ください。
日①５月１４日②５月２８日③６月１１
日、いずれも木曜日午前８時５０分～
午後３時、全３回
※集合は①②町田バスセンター③小
田急線鶴川駅です。
内①尾根緑道②七国山③小野路の各
コース（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は４月２４日ごろ
発送）
費１２００円
申４月３日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ

シスコード２００４０３Ｃへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日５月８日㈮、１４日㈭、２２日㈮、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は４月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申４月３日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００４０３Ｂへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

国際版画美術館　企画展
インプリントまちだ展２０２０

すむひと⇔くるひと～「アーティスト」がみた町田
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、同館☎☎７２６・２７７１、０８６０

新たに委嘱されました

民生委員・児童委員
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

南多摩斎場　　ダイオキシン類等調査結果
問南多摩斎場☎☎７９７・７６４１、町田市市民総務課☎☎７２４・４３４６ 　４人の民生委員・児童委員が新

たに委嘱されました。担当地区は
下表のとおりです。

※この他の地区の担当は、お問い
合わせください。

　２０１９年１１月２７日に火葬炉排
ガス中のダイオキシン類等の測定
を行いました。測定結果は下表の
とおりです。
　なお、火葬によるダイオキシン

類の発生や焼骨の損傷を防ぐた
め、棺の中に副葬品（特にプラスチ
ック製品や化学繊維製品等）を入
れないよう、ご協力をお願いしま
す。

南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果
調査項目（単位） 3号炉 10号炉 指針値等

ダイオキシン類濃度（ng-ＴＥＱ／㎥N） 0.39 0.52 5（※1）
ばいじん濃度（g／㎥N） 0.009 0.014 0.15（※2）
塩化水素濃度（mg／㎥N） 15 40 700（※2）
硫黄酸化物濃度（ppm） 1 1 無し
窒素酸化物濃度（ppm） 85 85 250（※2）
※1　「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値
※2　「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉（焼却能力2ｔ/h未満)の規制値

民生委員・児童委員（4月異動）
地  区 地　域 担当委員

氏  名

南第二
西成瀬 1丁目 17、18、31～47、50～57

（新）並木正子2丁目 22～24、27～49
都営成瀬第二アパート　全

鶴川第一 小野路町 1492～1599、2378～2570、2574～2641、
2643～2699、2701～2760、2762～3494 （新）上野靜栄

鶴川第二 能ヶ谷
4丁目 27～30、34～40

（新）久松明美5丁目 6～26
6丁目 15～19、21～33、35、48

鶴川第二 能ヶ谷
4丁目 1～18、31～33

（新）設楽邦夫6丁目 1～5、6-(1～25)、7、20
7丁目 1～18、19-(11～24)、20-(1～4)、21～24

　インプリントまちだ展は、東京
２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けて、２０１７年から
同館が開催しているシリーズ展で
す。本展では、すむひと（市内在住の
アーティストと市民）、くるひと（同
館が招いたアーティストたち）の作
品を併せて展示します。シリーズの
フィナーレにふさわしく、町田市が
ホストタウンを務めるインドネシア
の新進気鋭のアーティスト、アグン
・プラボウォ氏の作品等を展示しま
す。
※各種割引や無料送迎バスの乗降場
所、関連イベント等の詳細は同館ホ
ームページをご覧ください。
会期４月１４日㈫～６月２８日㈰　
休館日月曜日（ただし５月４日は開館
し、５月７日は休館）
開館時間火～金曜日＝午前１０時～
午後５時、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（いずれも入場

は閉館の３０分前まで）
場同館企画展示室
観覧料一般９００円、高校・大学生４５０
円、中学生以下無料
※４月１９日㈰は入場無料です。
※シルバーデー（毎月第３水曜日）
は、６５歳以上の方は無料です。
※各種割引があります。

【無料送迎バスを運行します】
　４月１８日から、土・日曜日、祝休日
とシルバーデーに、ＪＲ横浜線町田駅
北交差点付近と同館をつなぐ無料送
迎バスを運行します。
運行時間午前１０時２０分～午後４時
４０分、おおむね２０分間隔
※歩行者天国実施日は乗降場所が変
更になります。

開催イベント
【アーティストトーク】
　いずれも当日有効の観覧券をお持
ちのうえ、企画展示室入口にお集ま

りください。
日①５月３１日㈰②６月６日㈯③６月
２８日㈰、いずれも午後２時から
講アーティスト①田中彰氏②ながさ
わたかひろ氏③荒木珠奈氏
※②のみ、館内でのギャラリートー
ク後、作家が描いた町田仲見世商店
街を訪問します。

【町田・フリーペーパー・ギャザリン
グ】
　市内や近隣でフリーペーパーを制
作する４組が集まり、それぞれの活
動内容をお話しします。フリーペー
パーを作りたい方は必見です。
※当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室入口にお集まりくだ
さい。
日５月２３日㈯午後２時から６０分程度
講ガゼッタ・デロ・マチダ編集部、国
マガ編集部、玉川つばめ通信編集室、
らぶふぁみ

【担当学芸員によるギャラリートー
ク】
　当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室入口にお集まりくだ
さい。
日４月１８日、６月２０日、いずれも土曜
日午後２時から３０分程度

【文化プログラム特別イベント～イ
ンドネシアフェア】
　インドネシアの伝統舞踊やガムラ
ンのコンサート、ポップアップショ
ップをお楽しみいただけます。
開催日５月１６日㈯、１７日㈰
場同館エントランスホール・前庭

同時開催～ミニ企画展
棟方志功 

「二菩薩釈迦十大弟子」と仏教版画

会期４月１４日㈫～６月２８日㈰
場同館常設展示室

アグン・プラボウォ「チラックス＃１」
２０１６年、作家蔵



92020．4．1対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

知 財 無 料 相 談 会
　創業の際の商標登録や、自社の知
的財産（知財）を活用した外部との連
携開発、新技術の特許取得などに関
する悩みを弁理士に相談できます。
日４月９日、５月１４日、６月１１日、７月
９日、８月１３日、いずれも木曜日、午
後１時から、午後２時から、午後３時か
ら（各５０分程度）
場町田新産業創造センター
定各１人（申し込み順）
申同センターホームページ（右記二

次元バーコード）で申
し込み。
問産業政策課☎☎７２４・
３２９６
消費生活センター
くらしに役立つテスト教室

【自分のダウンジャケットを手洗い
してさっぱりと！】
　ダウンジャケットの洗い方、干し
方、収納の仕方を学びます。
対市内在住、在勤、在学の方
日４月２２日㈬午前１０時～正午

場町田市民フォーラム
講町田友の会　衣

い

グループ
定８人（申し込み順）
費１００円（洗剤代）
申４月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００４０２Ｂへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に６人）は併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（各市民セ
ンターで配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムホームページで
ダウンロードも可）。
【①楽しく歌って　笑顔！健康！元気！
～春コース】
日５月１０日、３１日、６月１４日、２８日、
いずれも日曜日午後１時３０分～３時
３０分、全４回
定１２０人（申し込み順）
費４１００円（歌集代含む）

【②ハンドベル集中講座～天使のハ
ーモニーを楽しむ】
　イングリッシュハンドベルを使っ
てハンドベルの持ち方から演奏まで
行います。
対中学生以上の方
日５月２３日㈯、２４日㈰、午前１０時～
午後４時、全２回
定２０人（抽選）
費６０００円（教材費含む）

◇
場町田市生涯学習センター
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①４月３０日まで②４月２０
日まで（いずれも必着）に、郵送また
はＦＡＸでさがまちコンソーシアム
事務局へ（さがまちコンソーシアム
ホームページで申し込みも可）。
※②は申込締切日までに定員に達し
ない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１

小・中学校に通うお子さんのための

就学援助費・就学奨励費のお知らせ
問学務課☎☎７２４・２１７６

自由民権資料館　企画展

能ヶ谷のかたち～神蔵宗家の史料を中心に
問同館☎☎７３４・４５０８

町田市民文学館　企画展

「東京クロニクル１９６４－２０２０　オリンピック
と東京をめぐる創造力の半世紀」展

問同館☎☎７３９・３４２０

わくわく仲間づくりカレッジ　講座参加者募集

　お子さんを小・中学校に就学させ
ることが経済的に困難な保護者に対
して、学校で必要な費用の一部や入
学準備金等を援助しています。市内
在住で町田市立以外の小・中学校（義
務教育学校前期・後期課程及び中等
教育学校の前期課程を含む）及び私
立小・中学校に在籍の方も申請でき
ます。なお、小学１・４年生、中学１年生
のお子さんがいる方は、前年度受給
していても改めて申請が必要です。
【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②世帯
全員の２０１９年中の合計所得の合算
が一定の基準額を超えない方
内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍の
方は、給食費は対象外です。

【就学奨励費】
対①町田市立小・中学校の特別支援
学級に在籍する児童・生徒の保護者
②小・中学校の通常の学級に在籍し、
特別支援学校に入学可能な障がいの
程度に当てはまる場合
内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費・宿泊訓練費等の援
助（世帯の所得により援助の内容が
異なる）
※通級指導学級在籍の方には、通級
費のみを支給します。

◇
申４月３０日までに直接学校または学
務課（市庁舎１０階、郵送も可、４月３０
日消印有効）へ。
※申請書は市立小・中学校で配布し
ます（まちだ子育てサイトでダウン
ロードも可）。

　２０１８年、能ヶ谷の名主を長年担ってきた神蔵宗家に残された史料が、
同館に寄贈されました。その中には、江戸時代に作成された能ヶ谷の村絵
図があり、当時の村の様子を視覚的に把握できるようになりました。ま
た、村がどのように治められていたかが分かる史料や、人びとの暮らしの
記録から、かつての能ヶ谷の様子
をご覧いただけます。
会期４月２９日㈷～６月７日㈰
休館日月曜日（ただし５月４日は開
館し、５月７日は休館）
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室
【ギャラリートーク（展示解説）】
日５月９日、２３日、６月６日、いずれ
も土曜日午後２時から３０分程度
場同館企画展示室

　東京１９６４オリンピック・パラリ
ンピックから５６年、東京は大きく変
貌を遂げ、その姿は創作者たちにさ
まざまなインスピレーションを与え
続けてきました。
　本展では、東京を舞台に描かれた
文学作品や視覚資料を手掛かりに、
東京が与える創造性の魅力に迫りま
す。
会期４月２５日㈯～６月２８日㈰
休館日月曜日（５月４日は開館）、５月
１４日㈭、６月１１日㈭
観覧時間午前１０時～午後５時
場同館２階展示室
【講演会　時代を切り取る眼

まな

差
ざ

し～
スナップショット写真の半世紀】
　１９６４年、オリンピック開催に沸
く東京の街を撮影した写真家・春日
昌昭氏の作品を始め、生活のさまざ
まなシーンをスナップショットスタ
イルで切り取った写真家たちの軌跡
をたどります。
日５月１６日㈯午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
講写真評論家・飯沢耕太郎氏
定８０人（申し込み順）
申４月１７日正午～５月１３日にイベン

トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２００４１７Ｅへ。
【文学散歩】
　いずれも本展担当学芸員が案内し
ます。
①東京オリンピック１９６４メモリア
ル・プレイス探訪
日５月１３日㈬午前１０時～午後３時
場駒沢オリンピック公園　他
②『ずばり東京』文学散歩
日５月２０日㈬午前１０時～午後３時
場東京駅、日本橋周辺　他

◇
定各１５人（申し込み順）
費交通費、昼食代等
申４月１５日正午から電話で同館へ。

対市内在住の６５歳以上の方
費１回当たり２５０円
※別途材料費がかかる講座があります（右
表参照）。
申希望する講座を選び（重複申し込み不
可）、４月３日正午～１３日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコード
２００４０３Ａへ。
※参加者は抽選で決定し、結果は４月２４日
ごろ発送します。
※当日の詳細は町田市シルバー人材センタ
ー（☎☎７２３・２１４７、受付時間＝午前９時～午
後４時）へお問い合わせください。

「能ヶ谷村絵図」（寛保３〔１７４３〕年１０月）

講座名 日　時 会　場 定　員 材料費

初心者のパッチワーク 5月15日～7月17日の金曜日、午前9時30分～
11時30分、全10回 わくわくプラザ町田 20人 1000円

歌を楽しむ 5月15日～6月5日の金曜日、午前9時30分～11
時30分、全4回 忠生市民センター 15人

初心者の吹き矢・気功
・ボール体操

5月21日㈭、27日㈬、6月4日㈭、10日㈬、午後1時
30分～3時30分、全4回

木曽山崎コミュニティ
センター 16人 500円

躰づくりと脳活運動 5月12日～7月28日の火曜日（6月2日、7月7日を
除く）、午後1時30分～3時30分、全10回 わくわくプラザ町田 各30人

300円

笑いヨガと脳の活性ゲ
ーム

5月14日～7月16日の木曜日、午後1時30分～3
時30分、全10回 500円

五輪向け英会話 6月11日～7月2日の木曜日、午前9時30分～11
時30分、全4回 忠生市民センター

各15人
500円

初心者の輪投げ 7月8日㈬、16日㈭、22日㈬、30日㈭、午後1時30
分～3時30分、全4回

木曽山崎コミュニティ
センター

問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
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大地沢青少年センター
【ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で薫製をしながら、その利用
について学びます。講座受講後は、ピ
ザ窯・薫製箱の個人利用ができます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日４月１８日㈯午前１０時～午後３時
場同センター野外炊事場
定２０人（申し込み順）
費４００円
申４月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。
問同センター☎☎７８２・３８００
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【春に息づく花と昆虫】
　春のいきものを観察します。
日４月５日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）

場忠生公園　
※集合は忠生公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
問忠生公園☎☎７９２・１３２６
かしの木山自然公園
自 然 観 察 会

【春に息づく花と昆虫】
日４月１９日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場かしの木山自然公園
※集合はかしの木山自然公園管理事
務所前です。
※駐車場はありません。
問かしの木山自然公園☎☎７２４・
１６６０
自由民権資料館
古 文 書 講 座
　江戸時代の古文書等をテキストに
使用し、古文書を読む手掛かりや勉
強の仕方を学ぶ入門講座です。
対市内在住、在勤、在学の方（市内の
歴史学習団体等で活動している方を
含む）

※初受講者優先です。
日５月１４日、２８日、６月１１日、２５日、
７月９日、３０日、９月２４日、１０月８日、
２２日、１１月５日、１９日、１２月３日、い
ずれも木曜日午前１０時～正午、全
１２回
場同館閲覧室
講神奈川大学講師・川鍋定男氏

定２０人（抽選、結果は４月１６日ごろ
発送）
費４０００円
申４月２日正午からイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２００４０２Ｅへ。
問同館☎☎７３４・４５０８

催し・講座催し・講座

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０

【初心者和弓教室】
対これから和弓を始める１６歳以上
の方日５月９日～７月４日の土曜日（６
月６日を除く）、午前９時３０分～１１時
３０分、全８回定２５人（抽選）費５０００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、４月１５日まで（消印有効）に同館
へ
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１

【大人の初めてＨＩＰ ＨＯＰ教
室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日４月１７日～６月２６日の金曜日

（５月１日を除く）、正午～午後１時、全
１０回定３０人（申し込み順）費４０００
円申４月１日午前１０時～１６日午後８
時に電話で同館へ
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１

【ピラティススクール】

ット代表取締役・若林芳樹氏定２０人
（申し込み順）費大人５００円、小学４
～６年生３００円（保険料、材料費込
み）／小学４年生未満は１人まで無
料、２人目からは１人につき３００円必
要

【③里山自然・クラフトサークルの入
会募集】
　野津田公園のさまざまなイベント
に参加できます／詳細は野津田公園
ホームページをご覧ください対小学
生以上の方（小・中学生は保護者と一
緒 に 登 録 が 必 要 ）活動期間４月 ～
２０２１年３月内自然観察教室、山仕事
体験、炭焼き、紙工作教室等講野鳥の
会会員、植物調査の専門家等定１００
人（申し込み順）費年間参加費＝大人
２０００円、小・中学生５００円（保険料・
材料費等込み）

◇
申①②４月１日午前９時から電話で野
津田公園へ（②は同公園ホームペー
ジで申し込みも可）③申込書（野津田

対１６歳以上の方日４月１４日～５月
１９日の火曜日、午後１時３０分～２時
３０分、全６回定２０人（申し込み順）費
３６００円申４月１３日までに電話で同
プールへ
●野津田公園☎☎７３６・３１３１

【①アクティブヨガ教室～月
替わりのテーマで体づくり】
対２０歳以上の方日４月１４日～２８
日、５月１２日～２６日、６月９日～２３日
の火曜日、午前９時３０分～１１時、午
前１１時３０分～午後１時（各回とも同
一内容）、各全３回講アシュタンガヨ
ガインストラクター・内田広美氏定
各１５人（申し込み順）費２０００円（保
険料込み）、ヨガマット貸し出し＝
１００円（初回無料）、持参も可

【②自然観察教室　植物編～春の植
物観察】
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の場合は小学４年生未満の参加も
可、大人１人での参加も歓迎）日４月
１２日㈰午前９時～正午講（株）アスコ

公園に有り）に必要事項を記入し、４
月１日午前９時から直接野津田公園
へ／受付時間＝午前９時～午後５時、
土・日曜日、祝休日も可
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０

【個人参加フットサル】
対１６歳以上の方日毎週木
曜日、午後７時～９時定各２０人（申し
込み順）費９９０円申鶴間公園ホーム
ページで申し込み（電話での申し込
みも可）
●小野路公園☎☎７３７・３４２０

【まずはゆる～く体操しま
せんか？】
　健康に過ごすための体づくりのサ
ポートをします対１８歳以上の方日
毎週水曜日、午前１０時～１０時５０分
内ストレッチ、脳トレ、筋トレ、リズ
ム体操等定各１０人（申し込み順）費
大人３００円、障がい者１００円申開催
日当日の午前８時３０分から電話で小
野路公園へ

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧ください。

今年も開催

市民協働フェスティバル「まちカフェ！」
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２

　町内会・自治会や市内を中心に
活躍するＮＰＯ法人、ボランティア
団体などが一堂に集うイベント、
市民協働フェスティバル「まちカ
フェ！」を、１２月６日㈰に開催しま
す。
　前回は、１４１団体が参加・協力し、
９１００人の来場者でにぎわいまし
た。人と人がつながり、交流を深め
ています。このたび、出展を考えて
いる団体や、運営・企画にボランテ

ィアとして携わりたい方を募集し
ます。なお、事前の会議について
は、申込者に個別にご案内します。
※詳細は町田市ホームページをご
覧ください。
申団体名（団体として参加する場
合）・氏名・電話番号・Ｅメールアド
レスを明示し、電話またはＦＡＸで
５月１８日午後５時までに、市民協
働推進課（返０５０・３０８５・６５１７）
へ。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ
ください 市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 ８日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談(人権侵害などの問題） ３日、１０日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 ７日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 １４日㈫
⑥登記相談 ２日㈭
⑦行政手続相談 ９日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 １日㈬
⑨少年相談 １４日㈫ 午前９時～午後４時 事前に電話で八王子少年センター（☎☎０４２・６７９・１０８２）へ
⑩国の行政相談 ７日㈫

午後１時３０分～４時 直接市民相談室（市庁舎１階）へ
⑪建築・耐震相談 １日㈬

⑫電話による女性悩みごと相談（家庭、
人間関係、女性への暴力、LGBT等）

月～土曜日
（祝休日、第３水曜日を除く）

午前９時３０分～午後４時
（水曜日のみ午後１時～８時）

市内在住、在勤、在学の
方

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎☎７２１・４８４２）
へ
※法律相談有り＝要予約

⑬消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、午後１時
～４時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎７２２・０００１）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

各種相談「町田市わたしの便利帳２０２０」５２～５７ページを参照
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生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

昔の道具で想い出語り
　三輪緑山にある「三輪の森ビジタ
ーセンター」には、鶴川地域で使われ
ていた昔の道具が展示されていま
す。

　今回は、三輪の森ビジターセンタ
ーの紹介とともに、市立博物館に所
蔵している昔の道具を見たり触った
りしながら、想い出を語り合いませ
んか。市立博物館の学芸員が解説し
ます。
日４月１５日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
定各４５人（先着順）

問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

親 子 で 里 山 散 策 と 
タ ケ ノ コ 掘 り 体 験
　緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
親子で散策しながら、小野路町奈良
ばい谷戸でタケノコ掘りを楽しみま
せんか。
※タケノコのお土産付きです。
対５歳～中学生とその保護者
日４月１８日㈯午前１０時～正午ごろ

（雨天時は４月２５日に延期）
※集合は、都立小山田緑地第一駐車
場です。
定１５家族（抽選）
費１家族１０００円（保険料等）
申４月２日正午～８日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード２００４０２Ａへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎☎０８０・
７４６５・７６５１、町田市農業振興課☎☎
７２４・２１６６

子どものイベントカレンダー
詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページ、またはまちだ子育てサイトをご覧ください。

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６
【①団体向けアクティビティ　
７月・８月分申し込み】
　ひなた村で子ども会などのイベン
トを行いませんか対市内の子ども会
や子どもサークル等場ひなた村内カ
レー作り、工芸、キャンプファイア等
費施設利用料、材料費
【②かんたん工作遊び～つくったり
あそんだり】
日４月１５日、５月２０日、いずれも水曜
日午後３時３０分～４時３０分場ひなた
村てっぺん広場内小学生向けの工作
と遊び
【③一輪車であそぼう】
　一輪車の貸し出しもあります／未
就学児は保護者同伴でおいでくださ
い日４月２２日、５月１３日、２７日、いず
れも水曜日午後３時３０分～４時３０分
（雨天中止）場ひなた村池の前広場
【④レッツ！サイエンス　科学クラ
ブ～あがれ！噴水】
対市内在住、在学の小・中学生日４月
２６日㈰午前１０時～正午場ひなた村
工作室内水をくみ上げる動力がなく
ても高く噴き上がる仕組みを考えな
がら実験工作する講町田わくわく！
サイエンス・池田勇五氏定２０人（申
し込み順）費３００円
【⑤ネイチャークラブ～草花の叩

たた

き
染めでオリジナルの手拭いを作ろう！】
対市内在住、在学の小学生日４月２６
日㈰午前１０時～午後１時場ひなた村
陶芸室　他内ひなた村の野草を使っ

た叩き染めで世界で１つの手拭いを
作る定２０人（申し込み順）費２００円
【⑥春のひなた村まつり】
日５月６日（振休）午前１１時～午後３
時内野外体験、工作、アウトドアクッ
キング等（模擬店と工作は一部有料）
【⑦子どものための日本舞踊教室】
対市内在住、在勤、在学の全回参加で
きる小学生～１８歳日５月２０日、６月
３日、１７日、７月８日、９月９日、３０日、
１０月２１日、１１月１１日、いずれも水
曜日午後５時～６時３０分、全８回場ひ
なた村和室内日本舞踊を学ぶととも
に、作法の基本や浴衣の着方などの
日本文化も学ぶ講尾上流師範・尾上
菊右佐氏定１０人（申し込み順）費
２０００円

◇
申①４月１日午前１０時～１５日午後５
時に電話でひなた村へ②③⑥直接会
場へ④⑤⑦４月１日午前１０時から電
話でひなた村へ／その他の講座やワ
ークショップについては、ひなた村
ホームページ等をご覧ください
●町田市民文学館☎☎７３９・３４２０
【春の子ども俳句教室】
対小学生日４月１８日、５月１６日、６月
２０日、いずれも土曜日午前９時～正
午、全３回（雨天実施）場同館、東雲
寺、ひなた村、寺家ふるさと村内同館
からバスで各施設へ移動し、散策し
ながら俳句を創作する講俳人・市村
栄理氏、庄原明美氏定１２人（申し込
み順）申４月１日午前９時から電話で
同館へ

情報コーナー情報コーナー
●東京労働局～家内労働の「委託状
況届」は４月３０日までに提出してく
ださい
　家内労働者へ仕事（内職）を委託し
ている事業主は、家内労働法による
委託者になりますので「委託状況届」
の提出が必要です。詳細は東京労働
局ホームページを参照申届出用紙
（最寄りの労働基準監督署で配布、東
京労働局ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、４月３０日までに提
出問東京労働局労働基準部賃金課家
内労働係☎☎０３・３５１２・１６１４
●東京都福祉保健局～令和２年度東
京都子育て支援員研修（第１期）受講
生募集
　今回は「地域保育コース」の募集で
す。カリキュラムや日程等の詳細は
募集要項または（公財）東京都福祉保
健財団ホームページを参照対都内在
住、在勤で、今後子育て支援員として
就業する意欲のある方申所定の申込
書（町田市子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、同財団ホームページでダ

ウンロードも可）を、４月３日～１７日
（必着）に、書留で郵送問同財団☎☎０３
・３３４４・８５３３、研修制度全般につい
て＝東京都福祉保健局少子社会対策
部計画課☎☎０３・５３２０・４１２１
●町田税務署～申告・納付期限等が
延長されました
　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、令和元年分の確定
申告（所得税、贈与税、消費税）の申告
・納付期限が４月１６日まで延長され
ました。申告書の作成・相談・提出の
受け付けは町田税務署で行っていま
す。なお、駐車場は利用できません受
付時間午前８時３０分～午後４時（提
出は午後５時まで、混雑時は受け付
けを早めに締め切る場合も有り）相
談時間午前９時～午後５時／振替納
税を利用している方の振替納付日に
ついても、所得税は５月１５日、消費税
は５月１９日に延長されました／マイ
ナンバーカードや税務署で発行する
ＩＤ・パスワードがあれば、ご自宅等
からスマートフォンやパソコンを使
って電子申告（ｅ－Ｔａｘ）できます問
同税務署☎☎７２８・７２１１

催し・講座催し・講座

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

４月
１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１

３日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

４日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

５日㈰

午前９時～午後５時
内科

かどわきクリニック（つくし野４-９-８）☎☎７９９・２２０２

玉川クリニック（玉川学園７-５-６） ☎☎７２５・８２０７

いしかわ内科クリニック（森野４-２１-５）☎☎７２７・４９７０

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４９９-１５）☎☎７２５・１１０８

午前９時～翌朝９時

内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

６日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

７日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

９日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１０日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

１１日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

１２日㈰

午前９時～午後５時 内科

さぬき診療所（小川２-２５-１４） ☎☎７０６・８７６６

しあわせ野医院（成瀬台２-４０-１） ☎☎７３９・０４７７

鶴川胃腸科（鶴川２-１７-１） ☎☎７３４・１９５８

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

１３日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

１４日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所

休日応急
歯科診療

日曜日、祝休日の午前９時～午後５時（予約制、受け付けは
午後４時３０分まで） 健康福祉会館内

☎☎７２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後５時（予約制、
受け付けは午後４時３０分まで）

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 午後７時～９時３０分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内
☎☎７１０・０９２７
（下地図参照）日曜日

祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎０３・5２85・8898

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をしてください。
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載して
いる夜間・休日
診療情報等を配
信しています。
登録はこちらから▶ スマホ版 携帯電話版

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは
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　香
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山
やま

苑
えん

内の池泉回遊式庭園を、期間限定で無料開放しま
す。この時季ならではの新緑や、つつじ・さつき等が見ごろ
の庭園を鑑賞しませんか。
※建物内部への立ち入りはできません。また、苑内にはトイ
レはありません。
開苑日時４月２５日㈯～５月１０日㈰、午前９時～午後３時

　市内の公園に記念プレートを付けたベンチ（まちっこベン
チ）を設置するため、市民の皆さんからのご寄附を募集します。
　ベンチは５種類の中から選べ、寄附金額は２０万円前後です。
詳細はお問い合わせください。
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕に有り、町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、直接公園緑地課へ。

まちっこベンチ（一例）

　四季折々の顔で私たちを迎えてくれる町田薬師池公園四季彩の杜。
春はぼたん・しゃくやく・えびね等の花が見ごろです。また、４月１７日に
は西園（ウェルカムゲート）がオープンします。開花状況やイベント案
内等は、町田市ホームページでお知らせしています。
※薬師池公園の駐車場は有料です。駐車場は混雑が予想されますので、
公共交通機関をご利用ください。
※ぼたん園・えびね苑はペットを連れての入園はできません。

ぼたん園有料開園
ぼたん・しゃくやくまつり

問ぼたん園☎☎７３６・４４７７
（有料開園期間中のみ）、町田
市公園緑地課☎☎７２４・４３９９

　園内には、約３３０種類・約１７００株のぼたん
と、約６０種類・約６００株のしゃくやくがあり、
赤やピンク、白、黄色などの色鮮やかな大輪の
花が咲き誇っています。期間中は、ぼたんの育
て方教室や園内ガイドも実施します。
有料開園期間４月１７日㈮～５月１０日㈰、午前
８時３０分～午後４時
入園料一般５２０円、中学・高校生２００円、小学生以下無料

問町田えびね苑☎☎７２４・１６６８（開苑期間
中のみ）、町田市公園緑地課☎☎７２４・４３９９えびね苑開苑

　ジエビネ、キエビネ、タカネエビネなど、約
３万株のエビネが群生しているほか、クマガ
イソウやクリンソウなどの野草も観賞できま
す。また高松宮両殿下が御愛好されていたキ
エビネを公開しています。
※歩きやすい靴でおいでください。
開苑期間４月１７日㈮～５月６日（振休）、午前８時３０分～午後４時（入苑は
午後３時３０分まで）
※荒天等により、一時閉苑する場合があります。
入苑料一般３１０円、中学・高校生１００円、小学生以下無料

見ごろを迎えます
七国山の菜の花畑

問ふるさと農具館（月曜日休
館）☎☎７３６・８３８０、町田市農
業振興課☎☎７２４・２１６６

　薬師池公園の北西、ぼたん園やふるさと農具館、七国山ファーマーズ
センター近くの畑で、菜の花が見ごろを迎えます。
　この花畑は、地元農家による七国山ふれあいの里組合が栽培してい
ます。花を楽しんだ後は、なたねを採取して「七国山なたね油」として販
売しています（右記関連イベントを参照）。
※開花状況は、ふるさと農具館へお問い合わ
せください。
※お出かけは、公共交通機関をご利用くださ
い。また、路上駐車は、近隣の住民の迷惑にな
りますので、絶対におやめください。

関連イベント  
【町田市フォトサロン～作品募集】� 問同サロン☎☎７３６・８２８１
　あなたが撮影した写真を出品してみません
か。
①春の薬師池公園作品展
　今春の薬師池公園を撮影した作品を募集し
ます。作品は４月２９日～５月１７日に同サロン
で展示します。
②ぼたん・しゃくやく写真展
　町田ぼたん園で撮影したぼたん・しゃくや
くの写真を募集します。

◇
定各３０人（先着順）
費各５００円（１人２点まで）
写真サイズいずれもＡ４サイズ
申写真裏面に応募用紙（同サロンに有り、同サロンホームページでダウ
ンロードも可）を貼付し、①４月１２日午前１０時から②５月１０日午前１０
時から、直接同サロンへ。

【ふるさと農具館～なたね油しぼりの実演と販売】
　野津田町の七国山地区で栽培しているなたねから、油をしぼります。
油は、２５５ｇビン１本７００円で販売します。
日程５月１６日、６月２０日、いずれも土曜日
販売時間午前９時３０分から（数に限り有り、売り切れ次第終了）
実演時間午前１１時～午後２時

春の香山苑庭園を鑑賞しませんか
問公園緑地課☎☎７２４・４３９７

ご寄附を募集します
問公園緑地課☎☎７２４・４３９７

無料巡回車を運行します！
　ぼたん園有料開園期間中、薬師池西園・えびね苑・薬師池・ぼたん園
を回る無料巡回車を運行します。
運行日４月１７日㈮、４月１８日～５月１０日の土・日曜日、祝休日

お出かけの際は感染症予防をお忘れなく
　外出の際は、多くの人が集まる密集場所や、間近で会話や発声を
する密接場面など、新型コロナウイルスの感染リスクが高まると
ころは避けましょう。
　外出から戻ったら、帰宅後に手洗い・うがいをするなど、感染症
予防に努めましょう（詳細は２面を参照）。
　また、人出が多くなる週末の外出はできるだけ避けるよう、ご協
力をお願いします。なお、掲載しているイベントは中止及び変更に
なる場合がありますのでご注意ください。

交通案内
目的地 バス乗り場

ぼたん園・七国山
の菜の花畑・町田
市フォトサロン・
ふるさと農具館

小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先、２１番乗り場から本町田経由
野津田車庫行き、または、鶴川駅行きバスで「薬師ヶ丘」下車、
徒歩７分
※菜の花畑は同バス下車、徒歩約１０分

えびね苑
町田バスセンター１１番乗り場から、藤の台団地行きバスで「藤
の台団地」下車、徒歩約５分。小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先、
２１番乗り場から本町田経由野津田車庫行き、または、鶴川駅行
きバスで「薬師池」下車、徒歩約３分

町田薬師池公園四季彩の杜

花だより

無料開放します まちっこベンチ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催し等は中止や一部変更になる場合があります。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催し等は中止や一部変更になる場合があります。


